
０８０１３ ３月２６日 曇 稍重 （１８中山３）第２日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走９時５５分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

８１５� ミンナシアワセ 牝３鹿 ５４ 小林 淳一神山 幸男氏 土田 稔 門別 北海牧場 ４５６＋ ２１：１３．５ ９．５�

４７ カズサハート 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹阿津 和昌氏 松永 勇 静内 佐竹 学 ４５６± ０１：１４．１３� ８．２�
４８ � パッションルンバ 牝３栗 ５４ 藤田 伸二吉橋 計氏 戸田 博文 門別 本田 武雄 ４７６＋ ２ 〃 ハナ ３．２�
５９ � ロドリーバニヤン 牝３栗 ５４ 木幡 初広津村 靖志氏 宗像 義忠 浦河 小倉牧場 ４３８ ―１：１４．２� ２３．１�
１２ ブンブンブン 牝３鹿 ５４ 石崎 隆之�グランド牧場 清水 英克 静内 グランド牧場 ４５８＋ ８１：１４．３� ３５．０�

（船橋）

１１ � ア ル マ ー ジ 牝３栗 ５４ 北村 宏司畑佐 博氏 坂本 勝美 浦河 富田牧場 ４８６－ ２１：１４．４クビ １０１．１�
２４ � シースケープ 牝３鹿 ５４ 小野 次郎石川 儀治氏 菅原 泰夫 新冠 ハシモトフアーム ４９２＋ ６ 〃 クビ １９．８	
７１４� ワイルドオーキッド 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 岩戸 孝樹 浦河 昭和牧場 ４７２ ― 〃 ハナ ７．９�
３５ � パタゴニアウインド 牝３栗 ５４

５２ △津村 明秀 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム ４９０ ―１：１４．５クビ ２．８�
８１６� バイカルリッチ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊�藤沢牧場 田 研二 静内 藤沢牧場 ４５２＋ ４１：１５．１３� １２７．８�
２３ ラブリーテンシア 牝３黒鹿５４ 松岡 正海�ターフ・スポート小西 一男 新冠 村田牧場 ４３４ ―１：１５．４１� １４．２�
３６ ヤマニンディプロマ 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４８４－ ８ 〃 クビ ２５６．１�
７１３� プリヴェーリング 牝３青鹿５４ 池田 鉄平岡田 牧雄氏 柴崎 勇 静内 出羽牧場 ４３４－ ６ 〃 ハナ ２１７．４�
５１０ ミネノグローリー 牝３青 ５４

５１ ▲大野 拓弥小峰 清文氏 石栗 龍彦 浦河 福岡 広行 ４６６＋ ８１：１５．７１� ３８２．３�
６１２ ファニーチック 牝３黒鹿５４ 村田 一誠�下河辺牧場 中野 隆良 門別 下河辺牧場 ３９２ ― 〃 ハナ ３０６．３�
６１１� ノアゴールド 牝３栗 ５４ 郷原 洋司佐山 公男氏 郷原 洋行 門別 新井 昭二 ４４４ ―１：１７．０８ ２９６．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，２９１，８００円 複勝： １５，３１８，８００円 枠連： ２４，６７８，７００円

普通馬連： ７２，１１３，０００円 馬単： ６５，８０４，８００円 ワイド【拡大馬連】： １８，３０４，８００円

３連複： ８８，３２６，１００円 ３連単： 発売なし 計： ２９７，８３８，０００円

払 戻 金

単 勝 � ９５０円 複 勝 � ２３０円 � ２００円 � １２０円 枠 連（４－８） ８００円

普通馬連 �� ２，３１０円 馬 単 �� ５，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６５０円 �� ４６０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� １，７６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １３２９１８ 的中 � １１０７８（５番人気）
複勝票数 計 １５３１８８ 的中 � １３３９５（４番人気）� １７０８３（３番人気）� ４８３９８（１番人気）
枠連票数 計 ２４６７８７ 的中 （４－８） ２２９４８（４番人気）
普通馬連票数 計 ７２１１３０ 的中 �� ２３０５５（１１番人気）
馬単票数 計 ６５８０４８ 的中 �� ９７１７（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８３０４８ 的中 �� ６４４１（７番人気）�� ９６０７（３番人気）�� １６５３１（２番人気）
３連複票数 計 ８８３２６１ 的中 ��� ３７１４１（３番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．８―１２．３―１２．５―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．３―３５．１―４７．４―５９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．２―３F３８．４
３ ・（５，８）（４，１，２，１４）（１５，１３）－（６，１０，７）－１６－１２－９，１１，３ ４ ・（５，８）－（１，２，１４）（４，１５）（６，１０，７，１３）－１６，１２，９，３，１１

勝馬の
紹 介

�ミンナシアワセ �
�
父 フサイチソニック �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００６．１．９ 中山７着

２００３．２．２７生 牝３鹿 母 ホッカイインパクト 母母 ホッカイフラッパー ３戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ジンデンスバル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０８０１４ ３月２６日 曇 稍重 （１８中山３）第２日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時２０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

４５ ソ レ ッ ク ス 牡３栗 ５６ 藤田 伸二青山 洋一氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４６８± ０１：５４．８ １．９�

２２ ティンバージャック 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 嶋田 功 門別 豊洋牧場 ５４０＋１８１：５６．３９ １４．８�

１１ エーグルドゥース 牝３鹿 ５４ 菊沢 隆徳伊達 秀和氏 手塚 貴久 門別 サンシャイン
牧場 ４４０－１６１：５７．０４ ３１．６�

５６ ハタノスティング 牡３青鹿５６ 小林 淳一 �グッドラック・ファーム 石栗 龍彦 門別 有限会社グッド
ラック・ファーム ４６４－ ２１：５７．４２� ４．９�

３３ トーセンジュビリー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４７２－ ２１：５７．５クビ ３．６	
８１２� ダイワベルタ 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝大城 敬三氏 秋山 雅一 千歳 社台ファーム ５０４－ ６ 〃 ハナ ４６．０

４４ マイティジャン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義齊藤四方司氏 藤原 辰雄 静内 千代田牧場 ４６２ ―１：５８．０３ １１．９�
６９ サツキホーク 牡３鹿 ５６ 郷原 洋司浦新 �司氏 本間 忍 門別 坪田 信作 ４５２－ ６１：５８．５３ ５５．７�
８１３� サツキイーグル 牡３芦 ５６ 石橋 脩石田 眞一氏 大和田 稔 浦河 丸村村下

ファーム ４８４－１０１：５９．７７ １７４．２
６８ マルタカギャラン 牡３鹿 ５６

５３ ▲大野 拓弥高橋 義和氏 清水 美波 静内 平井牧場 ４３６＋ ６ 〃 アタマ ４４４．３�
５７ � サ ド ン リ ー 牡３鹿 ５６ 土谷 智紀浅野 恭秀氏 田子 冬樹 新冠 ヤマタケ牧場 ４４６－ ２１：５９．９１� ６３４．２�
７１０� シンハルカジョウ 牝３鹿 ５４ 吉永 護西村新一郎氏 吉永 正人 別海 野付ライディ

ングファーム ４３４－ ４２：００．１１ １６３．７�
７１１ スクエアダンス 牝３鹿 ５４ 石崎 隆之�グランド牧場 清水 英克 静内 グランド牧場 ４３０ ―２：０１．０５ ２１６．１�

（船橋）

（１３頭）

売 得 金

単勝： １８，８３１，７００円 複勝： １６，８６６，７００円 枠連： ２３，８９１，４００円

普通馬連： ７６，０８５，１００円 馬単： ８１，０４３，８００円 ワイド【拡大馬連】： １９，８９５，２００円

３連複： ９１，０６０，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３２７，６７４，２００円

払 戻 金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � ３５０円 � ３５０円 枠 連（２－４） １，０００円

普通馬連 �� １，２１０円 馬 単 �� １，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� ８８０円 �� ２，８４０円

３ 連 複 ��� ５，６５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８８３１７ 的中 � ７９３１６（１番人気）
複勝票数 計 １６８６６７ 的中 � ６３０５９（１番人気）� ８９９８（５番人気）� ８８９６（６番人気）
枠連票数 計 ２３８９１４ 的中 （２－４） １７７５７（４番人気）
普通馬連票数 計 ７６０８５１ 的中 �� ４６４３２（５番人気）
馬単票数 計 ８１０４３８ 的中 �� ３０２５７（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９８９５２ 的中 �� ９５７１（５番人気）�� ５６２４（７番人気）�� １６２２（２２番人気）
３連複票数 計 ９１０６０３ 的中 ��� １１９０９（１７番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．２―１３．２―１３．４―１３．０―１２．６―１２．６―１２．２―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２５．０―３８．２―５１．６―１：０４．６―１：１７．２―１：２９．８―１：４２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．２―３F３７．６
１
３
５（２，１２）（１，６）（９，８，１３）３，１０－７，４－１１
５，２，１２（１，１３）（９，６）（８，１０）３－４－７＝１１

２
４
５（２，１２）１，６（９，１３）８，３，１０－４，７－１１
５，２－１２，１，１３（９，６）３，４，８，１０－７＝１１

勝馬の
紹 介

ソ レ ッ ク ス �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Wild Again デビュー ２００５．９．１８ 中山４着

２００３．３．１３生 牡３栗 母 マイワイルドローズ 母母 Rose of Mull ６戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サドンリー号・シンハルカジョウ号・スクエアダンス号は，平成１８年４月２６日まで平地競走に出

走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０８０１５ ３月２６日 曇 稍重 （１８中山３）第２日 第３競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１０時４５分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

６８ � トーヨーコジーン 牡３芦 ５６ 横山 典弘�トーヨークラブ 古賀 史生 米
Grapestock LLC &
Westwood Thor-
oughbreds LLC

４９８－ ４１：１２．６ １．３�

６９ ビッグユニット 牡３鹿 ５６ 吉田 豊杉山 美惠氏 保田 一隆 三石 明治牧場 ４５４－ ８１：１２．７� １０．９�
４４ � ジンデンスバル 牝３鹿 ５４ 田面木博公黒岩統治郎氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ４４４－ ４１：１３．７６ ２４．７�
１１ 	 ダイワスラッガー 牡３黒鹿５６ 北村 宏司大城 敬三氏 増沢 末夫 新冠 ハクツ牧場 ４９２－ ４１：１３．８� ４．５�
４５ � サクラシリウス 牡３芦 ５６ 石橋 脩�さくらコマース久保田貴士 静内 谷岡牧場 ５０２ ―１：１４．０１
 ５９．６�
７１０� スズタケヒデ 牡３黒鹿５６ 高山 太郎小紫 芳夫氏 佐藤 全弘 三石 小河 豊水 ４８４＋ ４１：１４．５３ ３０９．１	
２２ ベルモントカイト 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝 �ベルモントファーム 小西 一男 新冠 ベルモント

ファーム ４７８－１２１：１４．８２ １０４．８

５７ ミツバシーケンス 牡３鹿 ５６ 小野 次郎尾野 敬次氏 根本 康広 平取 池田牧場 ４７８－ ２１：１５．２２� ６９．３�
７１１� メジログレイブス 牡３栗 ５６

５３ ▲大野 拓弥�メジロ牧場 尾形 充弘 洞爺 メジロ牧場 ４１２－１０１：１５．３� １０６．２�
５６ 	 コスモパライソ 牡３芦 ５６ 伊藤 直人岡田美佐子氏 小林 常泰 静内 三木田 頼嗣 ４８２ ―１：１５．６１� ７９．７
８１２ アイゼンシュタイン 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹伊藤 信之氏 嶋田 功 門別 下河辺牧場 ４４２－ ６ 〃 ハナ １１４．７�
８１３� スプリングシャモニ 牝３鹿 ５４ 石崎 隆之加藤 春夫氏 上原 博之 浦河 川越牧場 ４３０－ ２１：１５．８１� ５１５．２�

（船橋）

３３ キープスマイリング 牝３鹿 ５４ 松岡 正海茂呂 邦久氏 松永 勇 門別 中館牧場 ４５４－ ８１：１６．１１� １７３．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２３，７３０，９００円 複勝： １９，３８５，０００円 枠連： ２９，５１６，９００円

普通馬連： ８２，０００，１００円 馬単： １１５，０１３，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，６０１，７００円

３連複： １１３，４９８，６００円 ３連単： 発売なし 計： ４０７，７４６，５００円

払 戻 金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １００円 � １６０円 � ２００円 枠 連（６－６） ４２０円

普通馬連 �� ４５０円 馬 単 �� ５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ３２０円 �� ７８０円

３ 連 複 ��� １，１２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３７３０９ 的中 � １５５２３６（１番人気）
複勝票数 計 １９３８５０ 的中 � １０２４７４（１番人気）� ２１２３１（３番人気）� １４２５９（４番人気）
枠連票数 計 ２９５１６９ 的中 （６－６） ５２８４４（２番人気）
普通馬連票数 計 ８２０００１ 的中 �� １３６６７３（２番人気）
馬単票数 計１１５０１３３ 的中 �� １６９６３７（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４６０１７ 的中 �� ３３５２２（２番人気）�� １９２４９（３番人気）�� ６５６２（７番人気）
３連複票数 計１１３４９８６ 的中 ��� ７５４０７（３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１１．４―１２．１―１２．４―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．６―３５．０―４７．１―５９．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３７．６
３ ・（９，１０）－（１，３，８）１１（４，７，１２）１３－５（２，６） ４ ９，１０－８（１，３）－４，７，１１－（５，１２）－２，１３，６

勝馬の
紹 介

�トーヨーコジーン �
�
父 Cozzene �

�
母父 Dynaformer デビュー ２００６．３．５ 中山２着

２００３．５．２２生 牡３芦 母 Wife for Life 母母 Huggle Duggle ２戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※ジンデンスバル号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０８０１６ ３月２６日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（１８中山３）第２日 第４競走 ２，８８０�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時１５分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円� 基準タイム３：１１．４良・良

４５ � テイエムジェネラス 牡７栗 ６０ 西谷 誠竹園 正繼氏 福島 勝 新冠 競優牧場 ４４８－１０３：１４．６ １．８�

３３ � オンワードワンダー 牝４栗 ５７ 沢 昭典�オンワード牧場 沢 峰次 浦河 オンワード牧場 ４４４－ ６３：１５．１３ ８１．８�
２２ � スカイコンコルド 牡５鹿 ６０ 北沢 伸也小林 久義氏 清水 出美 新冠 飛渡牧場 ５００－ ８３：１６．０５ １０．９�
４６ ライブインザムーン 牡７栗 ６０ 田中 剛首藤 徳氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４５８－ ４ 〃 ハナ ６．６�
６１０ サクラティガー �８鹿 ６０ 五十嵐雄祐�さくらコマース藤原 辰雄 浦河 谷田牧場 ４６０＋ ２３：１６．９５ ３．６�
６９ �� タイキストライカー �８芦 ６０ 鈴木 慶太村田 滋氏 吉永 正人 大樹 大樹ファーム ４５０－１０３：１７．０� ４０１．０�
３４ � ヤマニンマクベス 牡４鹿 ５９ 山本 康志土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４９８± ０３：１７．３２ ２９．７	
１１ � マイハマムスメ 牝４青鹿５７ 宇田登志夫渡
 文雄氏 久保田貴士 様似 清水 誠一 ４６８＋ ４３：１８．７９ １８．４�
７１２� オースチンボンド �４芦 ５９ 横山 義行�テンジン 谷原 義明 新冠 川島牧場 ４７０－１８３：１８．９１� ２５．１�
５８ � アルバエース 牝４鹿 ５７ 宗像 徹原 秀雄氏 菅原 泰夫 門別 加藤ステーブル ４４４－ ６３：１９．８５ １６９．７�
８１３� トーアガイア 牝５鹿 ５８ 蓑島 靖典東亜駿馬� 岩城 博俊 豊浦トーア牧場 ４７８－１２３：２０．０１� ５７６．８�
７１１�� エイユーキャサリン 牝５青鹿５８ 大庭 和弥笹部 義則氏 佐々木亜良 新冠 上井農場 ４３４－ ４３：２０．３２ ３０７．３�
５７ シゲルドントコイ 牡４栗 ５９ 菊池 憲太森中 蕃氏 小笠 倫弘 三石 沖田 繁 ４６６＋ ２３：２０．５１ ２４４．９�
８１４ レオバラード �４黒鹿５９ 浜野谷憲尚�レオ 平井 雄二 浦河 能登 一男 ４４０－ ２ 〃 ハナ １６２．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，６８７，３００円 複勝： １３，４５７，９００円 枠連： ２３，７４８，７００円

普通馬連： ６５，４８０，２００円 馬単： ７８，５０４，６００円 ワイド【拡大馬連】： １６，４０６，２００円

３連複： ９７，３５３，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３１１，６３７，９００円

払 戻 金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ５６０円 � ２２０円 枠 連（３－４） １，０２０円

普通馬連 �� ２，３４０円 馬 単 �� ３，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８２０円 �� ３６０円 �� １，５００円

３ 連 複 ��� ４，３６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６６８７３ 的中 � ７６１７２（１番人気）
複勝票数 計 １３４５７９ 的中 � ５７４９０（１番人気）� ３５９４（８番人気）� １２１５８（４番人気）
枠連票数 計 ２３７４８７ 的中 （３－４） １７２１０（５番人気）
普通馬連票数 計 ６５４８０２ 的中 �� ２０７０３（８番人気）
馬単票数 計 ７８５０４６ 的中 �� １９２８４（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６４０６２ 的中 �� ４７６８（１１番人気）�� １２５１５（３番人気）�� ２５０１（１８番人気）
３連複票数 計 ９７３５３０ 的中 ��� １６４８８（１７番人気）

上り １マイル １：４９．５ ４F ５１．７－３F ３８．４
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→�→�→�」
１
�
１０，１４－（４，３）（２，６）－５＝１２，９，１３，７，１１（１，８）
５，３（１０，６）（４，２）－１４，９－１２－１３，７－８－１－１１

�
�
１０，１４，３（４，６）２，５＝１２，９－１３－７－（１，１１，８）
５，３－１０（４，６）２－９－１４－１２，１３－７－８－１－１１

勝馬の
紹 介

�テイエムジェネラス �
�
父 ジ ェ ネ ラ ス �

�
母父 フラツシユオブステイール デビュー ２００１．１１．４ 京都１０着

１９９９．４．１３生 牡７栗 母 リキサンフラッシュ 母母 シバイチヒメ 障害：２戦１勝 賞金 １１，９００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２０頭 オンワードタトゥ号・ショウナンキング号・シルクアベニール号・シルバーデューク号・ダイワゼウス号・

ダグラスフォンテン号・テルミドール号・トウショウドラマ号・トラストディアー号・ナリタブラック号・
ハイヤーザンヘブン号・ピエナビスケット号・ブレーブティック号・ホーネットアーミー号・マイネルホライズン号・
マイネルメッセージ号・マウントフォンテン号・ミラクルコジーン号・ヤクモラヴ号・ワンダーエベレスト号



０８０１７ ３月２６日 曇 良 （１８中山３）第２日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時０５分 （芝・右・外）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．５

良

良

３６ � スイートローレライ 牝３芦 ５４ 藤田 伸二シンボリ牧場 久保田貴士 米 Takahiro
Wada ４８２＋ ２１：３６．１ ２．０�

６１１� ストロングアサクサ 牡３鹿 ５６ 大西 直宏田原源一郎氏 加藤 征弘 独 Stiftung Ges-
tut Fahrhof ４４０ ―１：３６．２� ２９．９�

６１２�	 マイネリーリオ 牝３黒鹿
５４
５２ △津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 静内 武岡牧場 ４４６＋１２１：３６．４１
 ２０．６�
１２ � ヒカルルージュ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義高橋 光氏 武藤 善則 登別 登別上水牧場 ４２０－１２１：３６．７１� ２．５�
７１４� マウントキング 牡３鹿 ５６ 鈴来 直人中沢 春吉氏 浅野洋一郎 新冠 武田農場 ４５０＋ ８１：３６．８� １８．６�
２３ 	 スピアスピーク 牡３鹿 ５６ 小野 次郎泉 俊二氏 石毛 善彦 静内 野坂牧場 ４９４＋１６１：３７．１１� ２０６．６�
１１ � コッパミジン 牡３鹿 ５６ 吉田 豊中山 速水氏 浅野洋一郎 静内 武 牧場 ４５８＋ ６１：３７．３１� １７．６	
５１０� ジャイアンツオナー 牡３栗 ５６ 石崎 隆之栗坂 崇氏 加藤 征弘 米 Castleton

Lyons ４４８－ ８１：３７．４� １０６．３

（船橋）

７１３� バルトアンジェラ 牝３青鹿５４ 秋山真一郎 �キャロットファーム 堀 宣行 白老 白老ファーム ４２４ ―１：３７．５� １７５．５�
４７ � レ セ パ セ 牡３栗 ５６ 松岡 正海�ターフ・スポート相沢 郁 浦河 ミルファーム ４５０＋ ６１：３７．６� ７４．４
２４ � ハロウィンシチー 牡３黒鹿５６ 北村 宏司 �友駿ホースクラブ 高橋 義博 静内 出羽牧場 ４４２＋ ２１：３７．８１ ２００．１�
３５ � リーダーシップ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝居城 要氏 坂本 勝美 新冠 北勝ファーム ４７０－ ４１：３８．０１
 ９．５�
８１５� ク リ ゼ イ ア 牝３栗 ５４ 村田 一誠�日進牧場 中野 隆良 様似 スイートフアーム ４７４－ ２１：３８．５３ １９８．６�
４８ リックチョモランマ 牡３鹿 ５６ 小林 淳一斎木 隆男氏 清水 英克 静内 三宅牧場 ４９４ ―１：３８．９２� １１７．９�
８１６� エプソムシャトル 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 高橋 裕 門別 島瀬 順一 ４３６ ―１：３９．７５ ２７３．９�
５９ � ブラックフリスビー 牡３鹿 ５６ 木幡 初広櫻井 盛夫氏 佐藤 吉勝 米

Tom Zwiesler,
Robert Jones &
Cashel Stud, Inc

４１８－ ６１：４２．７大差 ４４１．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，８００，０００円 複勝： ２１，３８８，６００円 枠連： ３６，１４０，５００円

普通馬連： １０２，０８２，７００円 馬単： １１６，０１７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，９０８，４００円

３連複： １３４，４６７，９００円 ３連単： 発売なし 計： ４５９，８０５，７００円

払 戻 金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １２０円 � ５００円 � ２９０円 枠 連（３－６） ９００円

普通馬連 �� ２，４９０円 馬 単 �� ３，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０００円 �� ５４０円 �� ３，５１０円

３ 連 複 ��� １０，５００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２８０００ 的中 � ９１２１０（１番人気）
複勝票数 計 ２１３８８６ 的中 � ７８６９１（１番人気）� ７５２１（７番人気）� １４６９６（５番人気）
枠連票数 計 ３６１４０５ 的中 （３－６） ２９７５５（２番人気）
普通馬連票数 計１０２０８２７ 的中 �� ３０３２３（９番人気）
馬単票数 計１１６０１７６ 的中 �� ２６０８４（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６９０８４ 的中 �� ６５７８（１０番人気）�� １３０８４（５番人気）�� １７７５（２８番人気）
３連複票数 計１３４４６７９ 的中 ��� ９４５２（２７番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１１．５―１１．９―１２．３―１２．０―１１．８―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．８―３５．３―４７．２―５９．５―１：１１．５―１：２３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．９―３F３６．６

３ ・（５，１１）（１，２，６）－（１２，９）－１０（７，１４）（３，１５）（１３，１６）（４，８）
２
４

・（１，５）（２，１１）（６，９）１２（７，１０，１４）（４，１５）（３，８，１３）－１６
１１（５，６）２，１，１２，１０，７（３，１４）－（１３，１５）（４，９）（８，１６）

勝馬の
紹 介

�スイートローレライ �
�
父 Rahy �

�
母父 Kenmare デビュー ２００６．１．２２ 中山９着

２００３．２．８生 牝３芦 母 Kenbu 母母 Tarlace ４戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔その他〕 ブラックフリスビー号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 グレースアロー号・コスモストライプ号・スマートルーチェ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０８０１８ ３月２６日 曇 良 （１８中山３）第２日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１２時３５分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

１１ �� サンデーフラッパー 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝村島 昭男氏 高橋 裕 浦河 冨岡牧場 ４７４－ ２１：１２．４ ９．２�

２３ � グ ー ニ ー ズ 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義吉田 和美氏 藤原 辰雄 千歳 ロイヤルファーム ４８２± ０１：１３．１４ ８．８�
４６ � シルクプラチナム 牡３芦 ５６ 横山 典弘有限会社シルク尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ５１２＋ ２１：１３．２� ３．９�
８１４ コアレスコジーン �３鹿 ５６ 石橋 脩小林 昌志氏 和田 正道 平取 コアレススタッド ４５２－１０１：１３．３	 １０４．６�
４７ リ ヒ タ ー 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎井上 一郎氏 堀 宣行 浦河 山口 義彦 ４６８－ ８ 〃 クビ ３．７�
７１２ アサクサブラボー 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二田原源一郎氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７２－ ６１：１３．５１ ３．６�
５８ プリンセスヨコハマ 牝３鹿 ５４

５１ ▲黛 弘人平澤 基男氏 吉永 正人 静内 グランド牧場 ４５４－ ２ 〃 クビ ４２３．２�
３４ � コペルニクス 牡３鹿 ５６

５４ △津村 明秀伊達 秀和氏 伊藤 圭三 門別 サンシャイン
牧場 ４６４－ ４１：１３．６クビ ２２．４	

５９ � リワードアロン 牡３栗 ５６
５３ ▲大野 拓弥宮崎忠比古氏 田子 冬樹 浦河 有限会社

リワード ４６６＋ ２１：１３．７� ６７．３

３５ � ライトモーション 牝３鹿 ５４ 松岡 正海柳橋 俊昭氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ３９２± ０１：１３．８	 １８６．８�
６１０ サムタイムレーター 牝３鹿 ５４ 菊沢 隆徳小林 祥晃氏 手塚 貴久 静内 片岡 博 ４０６－ ２ 〃 アタマ ５２．８�
６１１ エルカミニート 牡３栗 ５６ 安藤 勝己芹澤 精一氏 田中 清隆 浦河 山下 恭茂 ５１２＋１４１：１３．９	 ８．９
７１３�� オリオンシリウス 牝３栗 ５４ 吉田 豊日浦 桂子氏 谷原 義明 三石 大塚牧場 ５１４－ ８１：１４．０� ７７．４�
２２ �� コスモライトニング 牡３鹿 ５６ 池田 鉄平岡田美佐子氏 畠山 重則 青森 松坂 長寿 ４５２－ ４１：１５．０６ ３７０．６�
８１５� ホッカイカフェ 牡３鹿 ５６ 吉永 護西川 恭子氏 小島 太 静内 谷岡牧場 ５０２－１２１：１５．６３	 １０６．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２４，５９４，９００円 複勝： ３１，７５９，５００円 枠連： ３８，１０６，０００円

普通馬連： １２４，８５３，５００円 馬単： １０７，１１９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，６７２，５００円

３連複： １３９，１４０，４００円 ３連単： 発売なし 計： ４９５，２４６，５００円

払 戻 金

単 勝 � ９２０円 複 勝 � ２６０円 � ２２０円 � １６０円 枠 連（１－２） ３，５１０円

普通馬連 �� ２，９５０円 馬 単 �� ６，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０２０円 �� ６７０円 �� ７２０円

３ 連 複 ��� ３，５００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４５９４９ 的中 � ２１２５３（６番人気）
複勝票数 計 ３１７５９５ 的中 � ２８６３９（６番人気）� ３５５５７（４番人気）� ６５２０３（２番人気）
枠連票数 計 ３８１０６０ 的中 （１－２） ８０３１（１２番人気）
普通馬連票数 計１２４８５３５ 的中 �� ３１３２３（１３番人気）
馬単票数 計１０７１１９７ 的中 �� １２３６４（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９６７２５ 的中 �� ７０４３（１５番人気）�� １１１６１（７番人気）�� １０２７７（９番人気）
３連複票数 計１３９１４０４ 的中 ��� ２９３９９（１２番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．２―１２．３―１２．６―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．９―３４．１―４６．４―５９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．５―３F３８．３
３ １，６，１５，１２（３，９）－（８，１４）７，１０－（２，５，１３，１１）４ ４ １，６（３，１５）（９，１２）－（８，１４）７，１０－１１（５，１３）４，２

勝馬の
紹 介

�
�
サンデーフラッパー �

�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ツータイミング デビュー ２００５．１０．２２ 東京２着

２００３．４．２５生 牝３鹿 母 トーシンフラッパー 母母 スプリングスノーフオール ５戦２勝 賞金 １７，６００，０００円



０８０１９ ３月２６日 曇 良 （１８中山３）第２日 第７競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１３時０５分 （芝・右・外）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

８１３� ス ピ ン オ フ 牡３栗 ５６ 藤田 伸二伊達 秀和氏 高松 邦男 門別 サンシャイン
牧場 ４６８＋ ２１：０９．８ ３．１�

６９ � サチノスイーティー 牝３鹿 ５４ 鈴来 直人佐藤 幸彦氏 平井 雄二 門別 信育成牧場 ４３４－ ６１：１０．０１ ２１．１�
４６ � ロードスウェアー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �ロードホースクラブ 土田 稔 新冠 �渡 信義 ４５０± ０１：１０．２１	 ６．６�
８１４�
 アッパージーン 牡３鹿 ５６ 石崎 隆之遠藤 信義氏 津金沢正男 浦河 笹島 政信 ４８２－ ２ 〃 アタマ ９．３�

（浦和） （船橋）

５７ �� コスモコントワール 牝３栗 ５４ 秋山真一郎岡田美佐子氏 中村 均 門別 戸川牧場 ４１６± ０ 〃 ハナ １９．７�
５８ シンボリカッシーニ 牡３黒鹿５６ 西田雄一郎シンボリ牧場 境 征勝 門別 和田農林（有） ４５４＋ ２１：１０．５２ ２３８．５	
６１０ ケイアイフォーユー 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義亀田 守弘氏 鈴木 康弘 新冠 武田牧場 ４５２± ０１：１０．６クビ ２１．３

２２ �� アドマイヤフッキー 牝３栗 ５４ 横山 典弘近藤 利一氏 古賀 史生 早来 ノーザンファーム ５３０－ ４１：１０．７	 ２．１�
３３ � ハンナフレグランス 牝３黒鹿５４ 安藤 勝己窪田 芳郎氏 戸田 博文 米 Sharon A.

Maloney ４９０± ０ 〃 クビ ３３．６�
４５ �� オリエンタルローズ 牝３鹿 ５４ 大西 直宏棚網るみ子氏 沢 峰次 門別 木村牧場 ４２６－ ４１：１１．０１� ８７．６
７１１
 アケボノユウシャ 牡３黒鹿５６ 江川 伸幸大野 春男氏 玉井 等 門別 正木 茂夫 B４９０－ ５１：１１．１クビ ５２７．２�

（船橋） （船橋）

７１２� ミズサワゲンキ 牡３鹿 ５６ 高山 太郎�畠山牧場 畠山 重則 浦河 浦河土肥牧場 ４４０＋ ２１：１１．５２	 ５７１．８�
３４ � ラッキーチカラオー 牡３鹿 ５６ 松岡 正海竹本 弘氏 根本 康広 門別 庫宝牧場 ４７６－ ６ 〃 クビ ２２６．４�
１１ � ジャスミンフレイズ 牝３鹿 ５４

５１ ▲大野 拓弥内藤 好江氏 奥平 真治 青森 オオタ牧場 ４７４＋ ６１：１１．７１	 ３２８．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２８，２９７，５００円 複勝： ２７，０９４，１００円 枠連： ３６，２２９，２００円

普通馬連： １３１，１９０，０００円 馬単： １２６，３０１，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，７３７，８００円

３連複： １４３，５３４，８００円 ３連単： 発売なし 計： ５２１，３８４，５００円

払 戻 金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １６０円 � ３２０円 � １９０円 枠 連（６－８） １，０１０円

普通馬連 �� ２，５４０円 馬 単 �� ４，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７８０円 �� ３２０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� ３，３４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２８２９７５ 的中 � ７２７３３（２番人気）
複勝票数 計 ２７０９４１ 的中 � ５３９１８（２番人気）� １８２８４（５番人気）� ３８９４８（３番人気）
枠連票数 計 ３６２２９２ 的中 （６－８） ２６５４０（５番人気）
普通馬連票数 計１３１１９００ 的中 �� ３８２１０（１２番人気）
馬単票数 計１２６３０１１ 的中 �� ２３０３７（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８７３７８ 的中 �� ８６４０（１０番人気）�� ２４７８８（３番人気）�� ７２２７（１４番人気）
３連複票数 計１４３５３４８ 的中 ��� ３１７４８（１３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．７―１１．７―１１．４―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．１―３４．８―４６．５―５７．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．７―３F３５．０
３ ・（２，９）６（１０，１１）（３，１３）８（１，５，７）（１２，１４）４ ４ ・（２，９，６）１３，１０（３，１１，８，１４）（１，５，７）１２，４

勝馬の
紹 介

�ス ピ ン オ フ �
�
父 フ ィ ガ ロ �

�
母父 Crafty Prospector

２００３．４．１２生 牡３栗 母 ラヴィエベル 母母 Persian Flute ８戦１勝 賞金 ２２，２７４，０００円
地方デビュー ２００５．６．１ 札幌

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０８０２０ ３月２６日 曇 良 （１８中山３）第２日 第８競走 ��
��２，２００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時３５分 （芝・右・外）
４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，４歳５６�５歳以上５７�，牝馬２�
減，１８．２．２５以降４歳５００・５歳以上１，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は
１�増，特別競走の１着馬は２�増
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：１０．１
２：１０．１

良

良

４８ マイネルピカドール 牡５黒鹿５７ 安藤 勝己 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 堀 宣行 静内 ビツグレツドフアーム ５０６－ ６２：１５．６ ４．５�

５９ � ミヤコノカーン �５栗 ５７ 吉田 豊吉田都枝江氏 佐藤 吉勝 青森 明成牧場 ４６２＋ ２２：１５．８１	 ５４．７�
７１３� ダイワレキシントン 牡５青鹿５７ 北村 宏司大城 敬三氏 古賀 慎明 新冠 大栄牧場 ４６０＋ ２ 〃 ハナ ３．８�
２４ ガッサングリーン 牡４鹿 ５６ 松岡 正海西村 專次氏 領家 政蔵 新冠 ヒカル牧場 ５００－１０ 〃 クビ １０．１�
６１２ シャドウフレア 牡４栗 ５６ 横山 典弘飯塚 知一氏 宗像 義忠 門別 シンコーファーム ５０６＋ ２ 〃 クビ ６．２�
１１ タケデンノキボー 牡５鹿 ５７ 石崎 隆之武市 弘氏 奥平 雅士 新冠 新冠橋本牧場 ４９８± ０２：１５．９クビ ７．３�

（船橋）

５１０ コンフロント 牡４黒鹿５６ 藤田 伸二中村 祐子氏 秋山 雅一 門別 日高大洋牧場 ４９０＋ ２２：１６．１１	 １０．０	
２３ ニチリンタカラ 牡４黒鹿５６ 秋山真一郎岡田 勇氏 加賀 武見 様似 �村 伸一 ５１０± ０２：１６．２
 ５２．７

３６ � サクラプリムローズ 牝５鹿 ５５ 後藤 浩輝�さくらコマース勢司 和浩 静内 西村 和夫 ４２２＋ ２ 〃 ハナ １９．８�
８１６� メジロスパイダー 牡４鹿 ５６ 菊沢 隆徳�メジロ牧場 奥平 真治 青森 オオタ牧場 ４８６＋ ４２：１６．３クビ １２．５
３５ マイネルシルバート 牡４青鹿５６ 梶 晃啓 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 静内 ビツグレツドフアーム ４８２－ ２ 〃 アタマ １１６．８�
１２ � サムライジョーイ 牡４黒鹿 ５６

５３ ▲高野 和馬加藤 信之氏 田子 冬樹 新冠 セントラルスタツド ４６６－ ６２：１６．４
 ９５．８�
６１１� ゼンノホワイト �４鹿 ５６

５３ ▲田中 博康大迫久美子氏 高橋 祥泰 浦河 信岡牧場 ５０８－ ４２：１６．５� ８３．２�
４７  リアルトブリッジ 牡４栗 ５６ 小野 次郎橋本 忠雄氏 本間 忍 浦河 日優牧場 ４５８± ０ 〃 クビ ８１．３�
８１５ プリモレディ 牝５黒鹿 ５５

５３ △津村 明秀�グランド牧場 高松 邦男 静内 グランド牧場 ４７４＋ ４２：１６．６クビ ７４．８�
７１４ マイネルバイファル 牡４青 ５６ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 隆良 門別 白井牧場 ５０２＋ ８２：１７．１３ １８．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，４５７，２００円 複勝： ２９，４０６，１００円 枠連： ４０，０７２，０００円

普通馬連： １４９，９６７，６００円 馬単： １１５，６８０，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，０９５，７００円

３連複： １６４，２４０，４００円 ３連単： 発売なし 計： ５５３，９１９，１００円

払 戻 金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １９０円 � ７９０円 � １６０円 枠 連（４－５） １，８４０円

普通馬連 �� １２，１２０円 馬 単 �� ２０，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，３００円 �� ３６０円 �� ２，８３０円

３ 連 複 ��� １４，７５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１４５７２ 的中 � ３７６０９（２番人気）
複勝票数 計 ２９４０６１ 的中 � ４４０３１（２番人気）� ６９０４（１０番人気）� ６３６３０（１番人気）
枠連票数 計 ４００７２０ 的中 （４－５） １６０７４（８番人気）
普通馬連票数 計１４９９６７６ 的中 �� ９１３５（３７番人気）
馬単票数 計１１５６８０１ 的中 �� ４１８７（６５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３０９５７ 的中 �� ２２９２（３８番人気）�� ２６１５４（１番人気）�� ２６７７（３５番人気）
３連複票数 計１６４２４０４ 的中 ��� ８２２３（５３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１１．８―１２．４―１２．９―１２．８―１３．０―１２．７―１２．３―１１．８―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．５―２３．８―３５．６―４８．０―１：００．９―１：１３．７―１：２６．７―１：３９．４―１：５１．７―２：０３．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．９―３F３６．２
１
３
１２（３，７，１４）１０（６，５）－１３－８－（２，１１，１５）（９，４，１６）１・（１２，１４）（７，１０）（３，５）１３（６，８，１６）（２，１１，１５，１）（９，４）

２
４
１２（７，１４）（３，１０）５－６，１３－８－（２，１１，１５）１６，４，９，１・（１２，７，１４，１０，１３）（３，６，５，８，１６）（２，１１，１５，１，４）９

勝馬の
紹 介

マイネルピカドール �
�
父 ペ ン タ イ ア �

�
母父 カツラギエース デビュー ２００３．７．６ 福島４着

２００１．４．２４生 牡５黒鹿 母 マイネアリーナ 母母 レツドコスモス ２１戦２勝 賞金 ３２，０５０，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０８０２１ ３月２６日 曇 良 （１８中山３）第２日 第９競走 ��
��２，０００�

た て や ま

館 山 特 別
発走１４時１０分 （芝・右）
４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．２．２５以降４歳
１，０００・５歳以上２，０００万円以下の条件以上の特別競走の１着馬は１�増

賞 品
本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ２５９，０００円 ７４，０００円 ３７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．５
１：５６．４

良

良

２２ �� カネサマンゲツ 牡４鹿 ５７ 吉田 豊笠原 幸六氏 久保田貴士 浦河 桑田フアーム ４８０± ０２：０１．４ ８．７�

８１０ ディーエスハリアー 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 柴田 政人 新冠 川上牧場 ４６８＋ ２２：０１．６１	 ９．５�
５５ � マイジョーカー 牡６鹿 ５７ 藤田 伸二佐藤 友子氏 池添 兼雄 浦河 向別牧場 ４７４－ ４ 〃 クビ ３．０�
７８ �� マイネルアンセム 牡５黒鹿５７ 安藤 勝己 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 勝川牧場 ４８４－ ２２：０１．９１
 ３．９�
７７ �� エアフォルツァ 牡４鹿 ５７ 横山 典弘 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４７０－ ２ 〃 ハナ ６．５�
１１ マーブルバルダー 牡６芦 ５７ 松岡 正海下村 直氏 田所 清広 三石 三石川上牧場 ４７０－１２２：０２．１１	 ３７．６�
３３ � トゥーエニワン 牡６黒鹿５７ 津村 明秀�大東牧場 高橋 祥泰 米 Lynne dek

Russo ４６８－ ２２：０２．２クビ ４７．３	
４４ � ブラックアルタイル �４黒鹿５７ 後藤 浩輝 
社台レースホース二ノ宮敬宇 白老 白老ファーム ４８０－ ４２：０２．３
 １６．６�
８９  トウカイエール 牡６青 ５７ 蛯名 正義内村 正則氏 後藤 由之 平取 びらとり牧場 ４７６＋ ６２：０２．４� ５．５�
６６ � クレバーシャーク 牡９鹿 ５７ 穂苅 寿彦
名駿 和田 正道 米 Dr. J. K.

Griggs B５１６＋ ４２：０５．０大差 １９６．４

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２６，０４４，９００円 複勝： ４０，５５４，６００円 枠連： ４２，０４８，５００円

普通馬連： １７７，９１１，０００円 馬単： １２８，２４７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，８１６，６００円

３連複： １３２，６５４，９００円 ３連単： ３８６，７８２，９００円 計： ９６９，０６１，０００円

払 戻 金

単 勝 � ８７０円 複 勝 � ２７０円 � ２２０円 � １４０円 枠 連（２－８） １，２５０円

普通馬連 �� ３，７５０円 馬 単 �� ７，７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１３０円 �� ５２０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ２，８６０円 ３ 連 単 ��� ２８，０１０円

票 数

単勝票数 計 ２６０４４９ 的中 � ２３８２９（５番人気）
複勝票数 計 ４０５５４６ 的中 � ３２７７１（６番人気）� ４２６８０（５番人気）� １０６２０２（１番人気）
枠連票数 計 ４２０４８５ 的中 （２－８） ２４９４５（５番人気）
普通馬連票数 計１７７９１１０ 的中 �� ３５０９９（１７番人気）
馬単票数 計１２８２４７６ 的中 �� １２２９２（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４８１６６ 的中 �� ７２３０（１７番人気）�� １７２０９（５番人気）�� １５８０７（６番人気）
３連複票数 計１３２６５４９ 的中 ��� ３４２３３（１２番人気）
３連単票数 計３８６７８２９ 的中 ��� １０１９４（１１１番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．１―１２．０―１３．０―１２．４―１２．０―１２．４―１１．８―１１．４―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２３．９―３５．９―４８．９―１：０１．３―１：１３．３―１：２５．７―１：３７．５―１：４８．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．１―３F３５．７
１
３

・（２，３）－６（４，５）１，８，９，１０－７
２，３（５，１，８）（６，４，９）（７，１０）

２
４

・（２，３）－６，５，４，１，８（９，１０）－７
２（５，８）３（４，１，１０）（７，９）－６

JRA育成馬

勝馬の
紹 介

�
�
カネサマンゲツ �

�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 Cox’s Ridge デビュー ２００４．８．２９ 新潟６着

２００２．４．２３生 牡４鹿 母 ウ ノ 母母 Play At Home １７戦３勝 賞金 ３８，１６１，０００円
〔制裁〕 マイネルアンセム号の騎手安藤勝己は，３コーナーで内側に斜行したことについて戒告。



０８０２２ ３月２６日 曇 良 （１８中山３）第２日 第１０競走 ��
��１，２００�

ふなばし

船橋ステークス
発走１４時４５分 （芝・右・外）
４歳１，６００・５歳以上３，２００万円以下，１７．３．２６以降１８．３．１９まで１回以上出走馬；負担
重量は，ハンデキャップ

船橋市長賞（１着）
賞 品

本 賞 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．０
１：０６．５

良

良

４６ � ワイルドシャウト 牡５栗 ５６ 秋山真一郎前田 幸治氏 和田 正道 米 Pollock
Farms ５４２＋ ４１：０８．８ ５．７�

２２ ダイワメンフィス 牡５黒鹿５７．５ 北村 宏司大城 敬三氏 増沢 末夫 静内 北西牧場 ４９０－ ４１：０９．０１� ９．２�
５７ � ビーナスライン 牝５栗 ５４ 藤田 伸二�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 ４８０＋ ２１：０９．２１	 ５．２�
１１ � マルターズホビー 牝４栗 ５３ 横山 典弘藤田与志男氏 柴崎 勇 米 J. K. Boutcher, J.

Stuart & P. Bance ４５２－ ２１：０９．４１ ６．１�
７１２� ダイタクソニック 牡７鹿 ５５ 勝浦 正樹小林 昌志氏 嶋田 潤 平取 雅 牧場 ４９０－１０ 〃 アタマ １７６．５�
８１４
 ヒシフェアレディ 牝６鹿 ５１ 吉田 豊阿部雅一郎氏 小林 常泰 早来 ノーザンファーム ４８４＋ ２１：０９．５� ５３．３�
５８ � ナチュラルメイク 牝４栗 ５４ 後藤 浩輝臼田 浩義氏 加藤 征弘 新冠 勝川牧場 ４５０－ ４ 〃 アタマ ８．１	
６９ ホーマンアピール 牡６鹿 ５６ 安藤 勝己久保 久人氏 安田 隆行 平取 びらとり牧場 ４６４± ０１：０９．７１ ５．７

８１３� チアフルワールド 牡４栗 ５５ 石橋 脩藤田与志男氏 堀井 雅広 米 Katherine

Elam ４９８＋ ４ 〃 アタマ １７．６�
３３ クリノワールド 牡５鹿 ５８ 松岡 正海栗本 博晴氏 橋口弘次郎 浦河 駿河牧場 ４８８－ ８１：０９．９１� ７．７�
４５ サンデーサンライズ 牝４鹿 ５２ 木幡 初広松岡 隆雄氏 石坂 正 門別 下河辺牧場 ４２４－ ６１：１０．２１� １４．６
７１１ ダイワフォーチュン 牡７鹿 ５６ 蛯名 正義大城 敬三氏 増沢 末夫 厚真 服部 和則 B４８８－ ４１：１０．３� ３３．５�
３４ � ヘイセイピカイチ 牝６鹿 ５２ 西田雄一郎伊藤 弘子氏 根本 康広 静内 伊藤 昭次 ４７０＋ ４ 〃 ハナ １５９．７�
６１０� ココモキング 牡７黒鹿５５ 津村 明秀金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 米 David G.
Campbell ５５０± ０１：１０．７２� １４８．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３２，０６１，１００円 複勝： ４９，６６８，４００円 枠連： ５８，３３９，７００円

普通馬連： ２７２，６８０，２００円 馬単： １７３，２１５，９００円 ワイド【拡大馬連】： ５０，８３７，９００円

３連複： ２１０，３１２，２００円 ３連単： ４９７，３８１，６００円 計： １，３４４，４９７，０００円

払 戻 金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � ２６０円 � ３８０円 � １７０円 枠 連（２－４） ３，０２０円

普通馬連 �� ３，２７０円 馬 単 �� ５，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３８０円 �� ７３０円 �� １，３００円

３ 連 複 ��� ５，６３０円 ３ 連 単 ��� ３７，３１０円

票 数

単勝票数 計 ３２０６１１ 的中 � ４４３３０（３番人気）
複勝票数 計 ４９６６８４ 的中 � ４９８９８（５番人気）� ２８９７１（８番人気）� ９２３３５（１番人気）
枠連票数 計 ５８３３９７ 的中 （２－４） １４３０１（１４番人気）
普通馬連票数 計２７２６８０２ 的中 �� ６１６６５（１７番人気）
馬単票数 計１７３２１５９ 的中 �� ２４００６（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５０８３７９ 的中 �� ８９３５（２２番人気）�� １７９２７（６番人気）�� ９５１０（２０番人気）
３連複票数 計２１０３１２２ 的中 ��� ２７５６９（２０番人気）
３連単票数 計４９７３８１６ 的中 ��� ９８４０（１４３番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．３―１１．４―１１．１―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．３―３４．６―４６．０―５７．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．５―３F３４．２
３ ・（５，６）１０（２，７，１１）（１，３，１２）（８，１３）（４，９，１４） ４ ・（５，２，６）１０（７，１１）（１，８，１２）（３，１４，１３）４，９

勝馬の
紹 介

�ワイルドシャウト �
�
父 Rahy �

�
母父 Gone West デビュー ２００３．７．１９ 新潟２着

２００１．２．１２生 牡５栗 母 Head East 母母 Fleur S. ２４戦６勝 賞金 １０２，５８１，０００円



０８０２３ ３月２６日 晴 良 （１８中山３）第２日 第１１競走 ��
��１，８００�第１３回マーチステークス（ＧⅢ）

発走１５時２５分 （ダート・右）

４歳以上，１７．３．２６以降１８．３．１９まで１回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
全国公営競馬馬主連合会会長賞・地方競馬全国協会会長賞（１着）

賞 品
本 賞 ３９，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，９００，０００円
付 加 賞 ４９０，０００円 １４０，０００円 ７０，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４８．５
１：４８．４

重

重

４５ � ヒシアトラス 牡６黒鹿５９ 横山 典弘阿部雅一郎氏 中野 隆良 千歳 社台ファーム ５５０＋ ４１：５１．４ ５．１�

８１３ プライドキム 牡４栗 ５５ 勝浦 正樹深見 富朗氏 池添 兼雄 門別 ヤナガワ牧場 ４８６± ０１：５１．５� ４５．３�
５６

�
�
	 ベ ラ ー ジ オ 牡７鹿 ５６ 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 高市 圭二 早来 ノーザンファーム ５０２＋ ２１：５１．９２� １７．５�
７１０ ラッキーブレイク 牡５鹿 ５３ 大西 直宏松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４６６－ ２１：５２．０
 １５．４�
６９ ワイルドワンダー 牡４黒鹿５５ 後藤 浩輝草間 庸文氏 久保田貴士 静内 静内フジカ

ワ牧場 ４４４－ ２１：５２．１クビ ２．９�
１１ � イ ブ ロ ン 牡４鹿 ５４ 藤田 伸二栗坂 崇氏 田村 康仁 愛 Ballymacoll

Stud Farm Ltd ５００± ０１：５２．３１� ５．８�
５７ � オーガストバイオ 牡５鹿 ５５ 安藤 勝己バイオ� 領家 政蔵 早来 ノーザンファーム ５０２－ ８ 〃 ハナ ９．６	
６８ サンライズバッカス 牡４黒鹿５７ 北村 宏司松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 ヤナガワ牧場 ４６２－ ２ 〃 クビ ６．２

２２ バアゼルキング 牡７栗 ５１ 津村 明秀市川 義美氏 古賀 慎明 新冠 早田牧場新

冠支場 ５０８－ ４１：５２．４クビ ２８３．８�
４４ � ジンクライシス 牡５鹿 ５５ 小林 淳一中村 正子氏 土田 稔 米 A & M

Holdings ４９０＋ ４ 〃 クビ ２０．５�
３３ � イサオヒート 牡８黒鹿５３ 石崎 隆之大川フサ子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５１８＋１０ 〃 クビ ８０．８

（船橋）

７１１ クワイエットデイ 牡６黒鹿５５ 吉田 豊 �サンデーレーシング 松元 省一 早来 ノーザンファーム ４７４－１０１：５２．５クビ １９．６�
８１２ オ ル レ ア ン 牝５鹿 ５１ 伊藤 直人伊達 秀和氏 伊藤 圭三 門別 サンシャイン

牧場 B４７０＋ ４１：５４．１１０ ６８．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ８２，１０２，０００円 複勝： １１４，５７４，６００円 枠連： １３７，７３６，４００円

普通馬連： ７８７，８７７，４００円 馬単： ４５６，１７８，６００円 ワイド【拡大馬連】： １３３，４６０，１００円

３連複： ６０５，９５４，４００円 ３連単： １，３１３，９６３，０００円 計： ３，６３１，８４６，５００円

払 戻 金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １９０円 � １，０３０円 � ４８０円 枠 連（４－８） ４，４９０円

普通馬連 �� １２，２８０円 馬 単 �� １９，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，１８０円 �� １，２１０円 �� ７，２８０円

３ 連 複 ��� ４４，７６０円 ３ 連 単 ��� ２５８，５９０円

票 数

単勝票数 計 ８２１０２０ 的中 � １２８１７２（２番人気）
複勝票数 計１１４５７４６ 的中 � ２０１８１２（２番人気）� ２４３３５（１０番人気）� ５７７４７（８番人気）
枠連票数 計１３７７３６４ 的中 （４－８） ２２６５２（１３番人気）
普通馬連票数 計７８７８７７４ 的中 �� ４７３８２（３５番人気）
馬単票数 計４５６１７８６ 的中 �� １６８９０（６５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１３３４６０１ 的中 �� １０２４６（３６番人気）�� ２８１７４（１６番人気）�� ４４１１（５３番人気）
３連複票数 計６０５９５４４ 的中 ��� ９９９３（１０３番人気）
３連単票数 計１３１３９６３０ 的中 ��� ３７５０（５９３番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．５―１２．３―１２．７―１２．３―１２．６―１２．９―１１．９―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．７―３６．０―４８．７―１：０１．０―１：１３．６―１：２６．５―１：３８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．４―３F３７．８
１
３
１２，１３－（１，５，９）６（３，４）１０，７，２－１１，８
１２－（１，１３）（４，５）（３，６，９）（７，１０）２（１１，８）

２
４
１２－１３（１，５）９（３，４，６）（７，１０）２－１１，８
１３，５（１２，９）（１，４）６，３（７，１０）（２，１１，８）

勝馬の
紹 介

�ヒシアトラス �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 Alydar デビュー ２００３．２．８ 中山１着

２０００．３．２０生 牡６黒鹿 母 タックスヘイブン 母母 タックスペイヤーズフォリー ３１戦９勝 賞金 ３４０，１１３，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



０８０２４ ３月２６日 晴 良 （１８中山３）第２日 第１２競走 ��１，２００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時１０分 （ダート・右）

牝，４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下；負担重量は，５５�，１８．２．２５以降４歳１，０００・５
歳以上２，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１着馬は
２�増
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．１
１：０９．１

不良

不良

４４ ケイビイスパイダー 牝７鹿 ５５
５２ ▲大野 拓弥菊池 昭雄氏 奥平 真治 新冠 競優牧場 ４６４－ ４１：１１．６ ５３．５�

８１３� モアマイガール 牝５鹿 ５５ 後藤 浩輝山田 貢一氏 崎山 博樹 浦河 太陽牧場 ４６４－１２１：１２．０２� ８．８�
５７ � ケイアイスカイ 牝４鹿 ５５ 横山 典弘亀田 守弘氏 清水 利章 新冠 守矢牧場 ４６０± ０１：１２．２１� １．６�
１１ � デアテンビー 牝６鹿 ５５

５２ ▲水出 大介伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 �渡 信義 ４７６＋ ２ 〃 ハナ １６７．５�
２２ ハニーハント 牝５栗 ５５ 木幡 初広 �サンデーレーシング 矢野 進 早来 ノーザンファーム ４３４＋１２１：１２．３� ３４．４�
６９ カネスベネフィット 牝５栗 ５５ 小野 次郎杉澤 光雄氏 根本 康広 浦河 福田牧場 ４７８－ ２１：１２．５１ １８．８	
５６ �� デュアルライフ 牝８鹿 ５５ 北村 宏司小林 薫氏 坂本 勝美 千歳 社台ファーム ４９８－ ６１：１２．７１� ９５．１

３３ � センノクニャーズ 牝４鹿 ５５ 菊沢 隆徳浅野 正敏氏 内藤 一雄 三石 村上牧場 ４３８－ ６ 〃 ハナ １５２．５�
７１１� ナムラハトル 牝５芦 ５５ 藤田 伸二奈村 信重氏 田村 康仁 静内 片岡 博 ４９６± ０ 〃 アタマ ４．９�
４５ ホワイトピクシイ 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義前川 泰三氏 鈴木 康弘 門別 前川ファーム ４６２－ ４ 〃 ハナ １３．４
６８ シュウザンアイ 牝４栗 ５５ 松岡 正海平 正幸氏 鈴木 康弘 静内 桜井牧場 ４６４± ０１：１２．８クビ １０．７�
７１０� スコーピオンリジイ 牝４鹿 ５５ 小林 淳一三枝 栄二氏 富田 一幸 三石 原口牧場 ４４８－ ２１：１４．７大差 ２９６．９�
８１２ リネンステージ 牝６黒鹿５５ 南田 雅昭戸山 光男氏 南田美知雄 門別 マル良牧場 ５３０－１０１：１５．１２� ４５．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４１，７０４，０００円 複勝： ４２，２２０，５００円 枠連： ６３，７４０，０００円

普通馬連： ２５９，５９５，５００円 馬単： ２２１，３６０，０００円 ワイド【拡大馬連】： ５２，９２４，１００円

３連複： １８２，０５３，５００円 ３連単： ５５７，８７５，５００円 計： １，４２１，４７３，１００円

払 戻 金

単 勝 � ５，３５０円 複 勝 � ５３０円 � ２３０円 � １２０円 枠 連（４－８） ３，０９０円

普通馬連 �� １８，６４０円 馬 単 �� ５７，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，８７０円 �� ８８０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ７，０４０円 ３ 連 単 ��� １０４，６９０円

票 数

単勝票数 計 ４１７０４０ 的中 � ６１４９（９番人気）
複勝票数 計 ４２２２０５ 的中 � １３３０２（７番人気）� ３９２５７（３番人気）� １５３０７７（１番人気）
枠連票数 計 ６３７４００ 的中 （４－８） １５２２６（１１番人気）
普通馬連票数 計２５９５９５５ 的中 �� １０２８１（３４番人気）
馬単票数 計２２１３６００ 的中 �� ２８６３（７８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５２９２４１ 的中 �� ３００４（３５番人気）�� １４２７０（１０番人気）�� ４８９０２（２番人気）
３連複票数 計１８２０５３５ 的中 ��� １９１０６（２４番人気）
３連単票数 計５５７８７５５ 的中 ��� ３９３３（２４１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１１．５―１１．９―１１．８―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．６―３５．１―４７．０―５８．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３６．５
３ １－４，１３（２，７）（３，５，９）６，８，１０，１１－１２ ４ １，４，１３，２，７（３，５）９，６，１１，８，１０－１２

勝馬の
紹 介

ケイビイスパイダー �
�
父 リンドシェーバー �

�
母父 アイシーグルーム デビュー ２００１．９．８ 中山４着

１９９９．３．２２生 牝７鹿 母 ファゼンデイロ 母母 ロランジエリー ４６戦４勝 賞金 ６３，８０８，０００円



（１８中山３）第２日 ３月２６日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 １２回 出走頭数 １６７頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
父内国産馬奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２５２，６５０，０００円
４，２００，０００円
２０，９４０，０００円
１，８００，０００円
１，１７０，０００円
１，５４０，０００円
２６，５００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６０，９６１，０００円
５，２３７，８００円
１，６８６，７００円

勝馬投票券売得金
３５１，６０３，３００円
４２１，６９４，８００円
５５４，２４８，０００円
２，３０１，８３６，３００円
１，７８４，４８７，１００円
４６９，６６１，０００円
２，１０２，５９６，５００円
２，７５６，００３，０００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 １０，７４２，１３０，０００円

総入場人員 ３８，８３３名 （有料入場人員 ３６，７５１名）




